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たくさんのお申込み
ありがとうございました
追加販売はいたしません。

8月21日㈮より、ふくろい応援商品券の引換が始まりました。初日は非常に多くのお客様にお越しいただき、
引換までにお待ち頂く時間もあったりとご迷惑もおかけしましたが、おかげさまで発行冊数上限の35,000冊の
お申し込みをいただきました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、マスク着用、アルコール手指消毒、
ソーシャルディスタンス等、皆様のご協力も頂き、ありがとうございました。
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している飲食店や生活関連サービス店等への支援
を目的に始まった「ふくろい応援商品券」。商品券の利用だけでなく、是非、多くのお店をご利用いただき、袋井を
元気にして行きましょう
！

有効期限が
10月31日㈯
までです。
有効期限がありますので、
お早めにご利用ください！

販売の様子（さわやかアリーナ）

取扱店舗随時募集中です！
是非、使えるお店に
ご登録ください！

（令和2年8月31日時点

518店舗）

販売の様子（パティオ）
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経営革新計画承認企業 グラウンド・ワークス㈱
テーマ

職人不足対策と林業振興に向けて
地元天竜杉による木造大型パネル工法の推進

グラウンド・ワークス㈱は、平成19年に代表取締役 山下英俊
氏が創業し、地盤調査、地盤改良の専門会社として活躍し、地
震・液状化に強い「ハイ・スピード工法」は静岡県内NO.1の施工
実績を誇り、環境保全型・軟弱地盤に強い地盤改良工事を得意
としています。
今回の経営革新計画申請内容は、遠州地域特産の天竜杉を
使用した木造大型パネル工法を確立し、住宅建設の大幅な工期
短縮と品質の安定確保を実現すると共に、働き方改革・少子高
齢化社会の進行に対応すべく、建設現場作業の改善、懸念され
る職人不足への対応を含む、地元林業資源を活用した地域振
興ビジョンになります。将来的には、天竜杉の大型パネルの組立
工場を建設する構想もあり、国内有数の評価を受ける木材資源
である天竜杉に関する知識習得・研鑽の場としていくことや地元
職人の雇用の場の確保も目指し
ていきます。

企業概要
【企業名】
グラウンド・ワークス㈱
【代表者】山下 英俊
【所在地】袋井市川井８７３-４
【業 種】
その他の土木建築
サービス業（7429）
【 T E L 】0538-45-3313
【URL】https://ground-works.biz/

工業部会

経営革新計画承認企業
テーマ

㈱船場

袋井市活性化に向けた
「袋井メロンコロッケ」
の開発と商品化

袋井駅から徒歩23分程の場所にある
「とんかつ
のせんば 袋井本店」は和を感じる広い店内で、
と
んかつ料理、宴会料理から弁当仕出しまで、遠州
夢の夢ポークなど素材にこだわり、熟練の職人の技
で料理を提供いたしております。店内はテーブル メロンコロッケの
イメージ
席、座敷、個室〜最大収容100名様の宴会場も完
備しており、
ご商談、
クラス会、法事など、大小宴会に御利用いた
だいております。
今回、袋井市特産品のメロンと、当社の得意とするフライ
（揚げ
物）
を組み合わせて、袋井市のご当地グルメ
「袋井メロンコロッケ」
とすることで袋井市内の飲食店、
メロン農家の活性化を図りたいと
考えました。おかずとしてのコロッケではなく、
メロン果肉を入れたお
やつ感覚、デザート感覚で食べられる、他にない話題性のある一
風変わったコロッケを開発し、袋井市のご当地グルメの一つとして
普及を図り、
またメロンのフードロス削減にも貢献したいと思います。
将来的には、袋井市内のメロン農家と飲食店とがコラボできるよ
うな大きな事業に育て、
企業概要
袋井市の知名度アップ、
まちの活 性 化を図って 【店 名】
とんかつのせんば袋井本店
参りたいと思います。
【代 表】加藤雅史
【所在地】袋井市葵町3-7-8
【業 種】飲食業
【 T E L 】0538-42-6651
【 U R L 】https://senba.gorp.jp/

オンラインセミナー

工業部会（部会長：中遠電子工業㈱ 代表取締役 鈴木光芳氏）では、7月から8月
に掛けて、部会事業のコロナ禍対応として、
オンラインセミナーを4回に分けて開催しました。
今回の事業は、新型コロナウィルス感染症の陽性者拡大の環境下、その対応策を①
労務管理②SDG s③経営管理④ビジネスモデル構築の４つの視点から自社の経営を見
詰め直すことをテーマとしました。
講師は、浜松市在住で新進気鋭の専門家として活躍中の社会保険労務士法人村松
事務所所長の村松貴通氏と浅沼総合会計事務所所長の浅沼宏和氏にお願いしました。
講師と参加者、運営事務局共に、
まだ人気オンライン会議ツールの１つであるGoogle
Meetに慣れていない面も多々ありましたが、講師から非常に示唆に富んだ説明や提案を
いただき、
コロナ問題に直面し新たな課題を抱え、
その解決策策定に悩んでいる経営者・
管理者として、変えなければならないこと、変えてはいけないことを学びました。
工業部会関係者のみならず、他部会関係者からもご参加いただきましたが、想定よりも
参加者が少ない状況でした。
新しい生活様式での工業部会事業では、
「オンライン」
・
「リモート」は重要キーワードであ
り、今後も実践を通じて、各社そのノウハウを習得するぐらいの意気込みでチャレンジして
いきたいと存じます。

「技能実習生を特定技能で再雇用したい」
「留学生をエンジニアや通訳で雇用したい」
etc

外国人在留資格（VISA）のご相談承ります。

行 政 書士 法 人みそら
静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1324
TEL 053-545-9171（夜間・土日もOK）
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
塩﨑宏晃 宇佐美陽子
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磨優着物着付け教室 生徒募集
着物の着方を専門的にお教えいたします。
お稽古はじめませんか。
お気軽にお問い合わせください。

装道 磨優の会 太田秀子

〒437-0012 袋井市国本1616-16
TEL：080‒2612-5800
FAX：0 5 3 8 ‒ 4 3 - 3 9 9 7

着物の着付けも承ります。

TEL.0538-42-6151

経営革新計画承認企業
テーマ

アジア産業交流委員会
オンライン会議

浦野製茶

ミカンの廃棄ロス削減に向けた新商品
「ミカンどら焼き」の開発と販売

今回の経営革新は、天日干しした乾燥ミカン
が健康維持に効果があることから、規格外ミカン
を活用して新商品「ミカンどら焼き」
を試作・開発
し、販売し、自園ミカンの廃棄ロスを削減すること
にあります。工程としては、先ず規格外ミカンをス
ライスカットし、
その後1〜2週間かけて天日干しして乾燥させます。
乾燥したミカンを粉砕して粉状にし、
どら焼きの皮に練り込んで焼き
上げます。新商品「ミカンどら焼き」の開発は藤枝の菓子製造会社
と連携して行っており、
ミカンに合うバタークリームを使用したり、
もち
粉や米粉を使って味、食感を確認しながら試作を進めています。
さ
らに、商品の差別化を図るため自園のお茶（粉茶）
を使用したどら
焼きも同時に開発し、
ミカンとお
企業概要
茶のどら焼きをセットにして「静
岡どら焼きセット」
として商品展 【企業名】浦野製茶
開して行く計画であり、
フードロ 【代表者】浦野 満雄
ス削減だけでなく、地元特産 【所在地】袋井市山崎５４０６-４
品として地域活性化にも貢献 【業 種】茶製造・小売業
【TEL】
０５３８−２３−４０７４
したいと考えています。

アジア産業交流委員会（委員長：野中太郎 浜松磐田信用金
庫 袋井ビジネスセンター長）では、7月27日㈪に委員会事業として
初の試み、
オンライン会議を実施しました。
この会議は、役員室に川越専務理事・野中委員長・比那委員・
事務局富永のみがいて、他の参加メンバーは自社及び自宅からイ
ンターネットを通じ、会議に参加しました。
また、本会議へのビジネストーク協力者として、①台湾台北市から
静岡県台湾事務所所長の宮崎悌三氏 ②ベトナム国ホーチミン
市から㈱VIT Japan代表取締役 猪谷太栄氏 ③シンガポー
ルからは、パソナシンガポール マネージャーの野村麻里子氏と森
村美咲氏の4名が、現地から参加してもらいました。
今回の会議では、新型コロナウィルス感染症の対応で日本よりも封
鎖に成功している国との評価を得ている場所に、現在駐在し生活さ
れている視点から、
コロナ対策で現在までに体験されたことや感じた
ことを率直に語ってもらうと同時に、現時点での日本との交流再開の
見通しについて、現地ならではの生の情報を教えていただきました。
オンライン会議ツールの活用でわかったことは、時間や距離を越
えた会議が参加者の協力で可能なことを実感しました。現在のコロ
ナ禍では従来形式の相互交流が厳しい中、新たな委員会活動の
可能性を模索していきたいと思います。

火災保険料または地震保険料についての提案
静岡県火災共済協同組合は、静岡県下の中小企
業者の皆様が、相互に助け合う火災共済事業を行う
協同組合として、昭和30年に国や県の指導監督のも
とに設立されました。
近年、多発している自然災害（台風など）のリスクに備
えるため、火災保険の見積りだけでもいかがでしょうか？
地震リスクを補償する「地震危険補償特約」を新
設し、令和2年4月1日より発売開始となりました。
地震や台風等の自然災害時のリスクファイナンス対
策の一助となるようお勧めさせて頂きたいと存じます。
☆無料でお見積りや資料請求ができます。
ご連絡は、当組合または袋井商工会議所までお気軽
にお問い合わせください。
この度のコロナウィルス流行による経済的損失を当組
合は火災保険を通じて支出の軽減に繋がることが、
会員様のお役に立てればと願っています。
静岡県火災共済協同組合
TEL 054-254-9161 FAX 054-271-0420

浜松帝国警備保障株式会社
〜 人間力で安全、安心をご提供します 〜
創業

昭和55年12月

浜松市中区砂山町336-4
Tel.053-454-1199 Fax.053-456-4864
http://www.teikei-sh.jp
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「

キャッシュレス統一QR
」
説明会を開催しました

8/21㈮総務省JPQR普及事業として説明会を行いました。
「JPQR」
では、今まで各社バラバラだったQRコードを
「ひ
とつ」にし、一度の申し込みで複数の決済サービスが使える
ようになります。説明会参加事業者からは
「マイナポイント」
も
含め多くの質問がありました。8/25㈫には、Web申込のお
手伝いをする１日窓口を開設し、
スマホやPCから
「JPQR」申
し込みを行いました

プロパンガスの
トヨネン
営業品目：灯油・重油・軽油・富士の湧水・住設機器

豊田肥料株式会社

静岡県袋井市広岡1388-1
TEL 0538-43-2171 FAX 0538-42-9080
TEL.0538-42-6151
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静岡 県立工科短期大学校 入 学 生 募 集【 令 和３年４月 開 校 】
企業の海外展開や科学技術の進展など、社会の変化に対応できる人材を育成するため、清水技術専門校及び沼津技
術専門校の教育内容を高度化し、静岡県立工科短期大学校を開校します。
□学科及び定員
【静岡キャンパス】 〒424-0881 静岡市清水区楠160
機械・制御技術科（30人）
電気技術科（20人） 建築設備科（20人）
【沼津キャンパス】 〒410-0022 沼津市大岡4044-24
機械・生産技術科（20人） 電子情報技術科（20人） 情報技術科（20人）
□授業料等
入校料

授業料（年額）

県内 84,600 円／県外 219,900 円

234,600 円

出願受付期間
試験日

18,000 円

※別途、教科書・作業服・資格試験受験等の諸経費が必要です。

□募集日程、試験科目
区分

入校検定料

高等学校長推薦入学試験

高等学校長
推薦入学試験

事業主推薦
入学試験※

一般入学
試験

令和２年
令和２年 11月25日㈬〜 12月９日㈬
10月７日㈬〜 10月21日㈬
令和２年 11月１日㈰

試験科目
試験会場

一般入学試験
令和３年
１月19日㈫〜２月３日㈬
令和３年
２月14日㈰

令和２年 12月20日㈰
数学Ⅰ、面接
清水技術専門校（静岡市清水区楠 160）

※事業主推薦入学試験 中小企業の高度なものづくり人材の育成を支援しています。熱意のある優秀な従業員や入社内定者を
積極的に受け入れるための特別推薦枠を用意しておりますので、
ご利用ください。

□問合せ先 静岡県経済産業部職業能力開発課 TEL：054-221-2821
Eメール：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp ホームページ：https://scot.shizuoka.jp

袋井商工会議所共済・福祉制度
商工会議所はアクサ生命保険と共に、会員事業所
の皆様の保障や退職金準備金、入院・介護・老後に
備えた様々な保障ニーズにお応えするため、積極的に
ご加入を推進しています。
【商工会議所共済制度】
●袋 井 商 工 会 議 所
●アクサ生命保険㈱袋井分室

☎0538-42-6151
☎0538-44-0504

※アクサ生命は商工会議所共済制度を通じて皆さまの生活をサポートしています

貸 切 バス・旅行のことなら

さくら交通株式会社

小笠山総合運動公園エコパ

◉ 主なイベントスケジュール

※予定は変更になる
場合があります。

〈その他予定はエコパHP（http://www.ecopa.jp/）へ〉

開催日

開催イベント

ラグビーワールドカップ2019開催1周年記念イベント
9/27㈰
Try！ラグビー体験教室
ジュビロ磐田VS京都サンガF.C
10/4㈰
10/10㈯ 静岡県西部中学校 駅伝競走大会 期間中通行規制有

編集
後記

気温も少しずつ落ち着き、過ごしやすくなってきました
ね。今月は4連休もありますが、旅行もなかなか躊躇して
しまいます。
お仕事の方もいらっしゃると思いますが、
スト
レス発散となる休日なってほしいと思います。

JR袋井駅より歩いて1分

http://www.hotel-kanze.com

ご宿泊・パーティー・会議

袋井市下山梨2384-3
TEL．0538
（49）1101
FAX．0538
（48）6200

0538-43-1212
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TEL.0538-42-6151

〒437-0123

e-mail：info@hotel-kanze.com

サービス業部会発

vol.90

従業員のために雇用調整助成金を申請しましょう
静岡県よろず支援拠点

コーディネーター

社会保険労務士

鈴木 宣二

（１）どうしたらもらえるのか？
①売上げが下がり、従業員を休業させる必要があった場合。
②従業員を計画的に休業させた場合。
③休業させた従業員に休業手当を支払った場合。
※他にも支給要件があります。
（２）申請のながれ
ステップ１：
「休業計画を立てましょう」 （※特例期間中は計画届の提出は不要）
休業は何日間？１日中？一部の時間帯？休業手当の額は何％
ステップ２：
「休業協定書にまとめ、従業員の代表と合意しましょう」
労働者の代表と書面で合意します。
ステップ３：
「計画どおりに休業させ、休業手当を支払います」
休業日数・時間をタイムカード・出勤簿に記載。休業手当の額を給与明細に記載。
ステップ４：助成金の支給申請書を作成します
申請様式と作成マニュアルを用意し、休業日数・休業手当額等を記入します。
ステップ５：労働局・ハロワークに申請します
窓口・郵送のいずれかで申請書を提出します。
指定した口座に、助成金が振り込まれます。
（３）新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、
４月１日から12月末日までを 緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、
この期間中は全国において、
さらなる特例措置を実施いたします。
（緊急対応期間を12月末日まで延長しました：8月28日政府公式発表）
４月１日から12月末日までの期間
感染拡大防止のため、
この期間中は全国で以下の特例措置を実施
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
（全業種）
生産指標要件 3か月10％以上減少
生産指標要件を緩和 1か月５％以上減少
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成
被保険者が対象
（緊急雇用安定助成金(4/1）
創設）
助成率 4/5
（中小）
、2/3
（大企業）
※解雇等を行わず、雇用を
助成率 2/3
（中小） 1/2
（大企業）
維持している場合、10/10
（中小）
、3/4
（大企業）
日額上限額8,330円
日額上限額15,000円
計画届の事後提出を認める
（1月24日〜6月30日）
計画届は事前提出
5月19日〜は提出不要
1年のクーリング期間が必要
クーリング期間を撤廃
６か月以上の被保険者期間が必要
被保険者期間要件を撤廃
支給限度日数 １年100日、
３年150日
同左＋上記対象期間
短時間一斉休業のみ
短時間休業の要件を緩和
休業規模要件 1/20
（中小）
、1/15
（大企業）
併せて、休業規模要件を緩和 1/40
（中小）
、1/30
（大企業）
残業相殺
残業相殺を停止
助成率4/5
（中小）
、2/3
（大企業）
※解雇等を行わず、
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率 2/3
（中小）
、1/2
（大企業）
雇用維持をしている場合、10/10
（中小）
、3/4
（大企業）
加算額1,200円
加算額2,400円
（中小）
、1,800円
（大企業）
出向期間要件３ヶ月以上１年以内
出向期間要件１ヶ月以上１年以内
特例以外の場合の雇用調整助成金

（４）申請に必要な書類 ［小規模事業者の場合（従業員がおおむね２０人以下）］
①申請書３枚 （様式１）支給申請書、
（様式２）休業実績一覧表、
（様式３）申立書
②前年同月との比較ができる 売上簿
③休業させた日や時間が分かる書類、 タイムカード 出勤簿 シフト表
④休業手当や賃金の額が分かる書類、 賃金台帳
⑤通帳のコピー
雇用調整助成金の申請は、特例で簡素化されており、簡単に申請できます。
ご不明な点がございましたら商工会議所まで遠慮なくご相談下さい。
ふくろい商工会議所だより［Vol.311］
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LOBO −商工会議所早期景気観測調査−

7月のポイント「業況DIは、持ち直しの動きも、依然厳しい状況先行きも感染拡大の警戒感強く、慎重な見方続く」
7月の業況指数（ＤＩ指数）
■ LOBO 調査

業況天気図（前年同月比：2020 年 7 月）
全業種

建設

製造

卸売

小売

サービス

染拡大や影響の長期化への警戒感が強まっており、新規採用や設備
投資を見送る企業もみられるなど、先行きに対して慎重な見方が続く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】

【建設業】
「 緊急事態宣言の解除以降、元請け会社からの建築工事の
発注が順次再開され、足元では、ほぼ例年並みの水準に持ち直して
いる。今後、自治体が予算措置した公共工事が動き始めるため、期待
▲５９．
３ ▲３４．
８ ▲７０．
６ ▲５９．
５ ▲５３．
４ ▲６８．
４
したい」
（ 建築工事業）
「 住宅をはじめとした民間工事の動きが鈍い
関東
中、足元では堅調な公共工事についても、今後、自治体の予算が新
型コロナウイルス対策に多く割かれることで、規模の縮小や延期・中
▲６２．
６ ▲４４．
６ ▲６７．
７ ▲７１．
７ ▲５５．
６ ▲６９．
８
止にならないか不安」
（ 一般工事業）
■ LOBO 調査 業況天気図（先行き見通し：2020年8月〜10月） 【製造業】
「新型コロナウイルスの影響により休業していた取引先の工場が
再開。人気車種の投入効果などから、増産体制にシフトしている」
（自動
全業種 建設
製造
卸売
小売 サービス
車部品製造業）
「新型コロナウイルスの影響が長期化している。特に、例
全国
年であれば夏は観光やイベント、
お祭りなどによる需要増があるものの、消
▲５３．
２ ▲３６．
８ ▲５７．
９ ▲５３．
２ ▲５５．
３ ▲５７．
３
費者の外出自粛やお祭りの中止などが相次ぎ、引き合いがない」
（ 紙加
工品製造業）
関東
【卸売業】
「 新型コロナウイルスの影響はかなり改善してきているが、
日照
▲５７．
４ ▲５４．
２ ▲６１．
３ ▲６０．
０ ▲５１．
５ ▲５９．
０
不足による野菜の生育不良から価格が高騰しており、収益を圧迫し
〈ＤＩ指数（景気判断指数）とは〉
ている」
（ 食料品卸売業）
「 足元では売上は堅調なものの、東京を中
調査対象企業のうち、
「好調」
と回答
心に新型コロナウイルスの感染者が増えていることもあり、影響の長期
良好
ほどほど
不調
極めて不調 した割合から「不調」と回答した割合
化が懸念される。新しい生活様式への対応に向け、在宅勤務の制度
を引いたものです。
０．
１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上
化など、社内体制の見直しを図りたい」
（ 電気機械器具卸売業）
「 客足は徐々に戻ってきているが、感染拡大防止のため、例年
経済活動の再開に伴い、客足が戻り始めた小売業や、公共工事の発 【小売業】
行ってきた夏のセールや折込チラシなどの販促策が再開できず、苦慮して
注が再開した建設業に下支えされ、持ち直しに向けた動きがみられる。一
いる」
（百貨店）
「特別定額給付金の効果や在宅時間の増加による家具
方、新型コロナウイルスの感染が東京などの都市部を中心に拡大傾向に
の新調・買い替えニーズなどもあり、売上は前年度並みを維持している。
た
あることから、観光関連では依然として低調な動きが続く。製造業でも、
だし、
８月以降も新型コロナウイルスの感染が拡大するようであれば、政策
一部で生産が再開されつつあるものの、過剰在庫の状況から脱しておら
効果の剥落もあって、業況は厳しくなると懸念している」
（家具小売業）
ず、弱さが残る。
また、各地で発生した豪雨災害による生産・物流の停滞
や、日照不足による野菜の高騰などの下押し圧力もあって、中小企業の 【サービス業】
「 個人客が増えてきているが、首都圏で新型コロナウイル
景況感は、厳しい状況に変わりはなく、回復に力強さを欠く。
スの感染が拡大しているため、最近では予約キャンセルも発生してい
国・自治体による国内旅行喚起策の政策効果や、過剰在庫の解消
る」
（ 飲食業）
「 新型コロナウイルスの影響により観光需要の低迷が続
による生産回復を期待する声が多く聞かれる。一方、東京などの都市部
き、経営は厳しい。今後、県が独自に講じた県内旅行の補助事業や
を中心に新型コロナウイルスの感染者が増加していることから、新たな感
政府によるGoToトラベルキャンペーンを期待したい」
（ 旅行業）
全国

【新型コロナウイルスによる経営への影響】

■新型コロナウイルスによる経営への影響について
「影響が続いている」
は
59.4%と2020年6月調査から3.5ポイント減少し、
「経済活動の停滞が長期
化すると影響が出る懸念がある」
と合わせて92.9%となった。
■また、新型コロナウイルスによる新卒採用への影響については、最も多
かった
「そもそも新卒採用は行っていない」
（58.6%）
を除いたうち、77.5%
の企業で新卒採用への影響が生じている。37.0%は
「対応策を取った」、
20.4%は
「新卒採用をとりやめた」、20.1%は
「対応策が取れていない」
と
回答した。
なお、対応策の具
体 的な内 容 は 、選 考スケ
ジュールの後ろ倒し等が挙げ
られた。
■経営への影響が続いている
企業が6割弱と依然として高
水準となった。東京都などの
都市部を中心に新規感染
者が増加し、第二波・第三
波への警戒感が高まったこ
とが影響したものとみられる。
また、新卒採用を行う予定の
企業の8割弱で影響が生じ、
約2割の企業は新卒採用を
とりやめたと回答していること
から、先行きへの不安感が
新卒採用にも影響を及ぼし
ていることが読み取れる。

担当者
コメント

ＬＯＢＯ調査とは

【正社員の副業・兼業に関する状況】

■正社員の副業・兼業に関する状況について、
「認めておらず、今後も検討
する予定はない」
が46.9%と最も多く、2019年7月調査から5.5ポイント増加し
た。
また、
「現在検討している」、
「将来的には検討したい」
を含めると、副業・
兼業を認めていない企業は74.2％となった。認めていない理由としては、
「社員の長時間労働・過重労働につながりかねないため」
が63.0%と最も
多く、
「社員の総労働時間の把握・管理が困難なため」
が52.5%で続いた。
■他社の正社員について副業・兼業として受け入れているかについては、
「受け
入れておらず、今のところ検
討する予定はない」
が68.4%
と最も多く、2019年7月調査
から9.1ポイント増加した。
■2019年7月調査から大きな
変化はなく、7割超の企業は
正社員の副業・兼業を認め
ていないという結 果となっ
た。
その理由としては、長時
間労働への懸念や総労働
時間管理の煩雑さ等が多く
挙げられた。一方で、一部の
企業からは、新型コロナウイ
ルスの影響により、残業時
間の減少に伴って給与が減
少していることを受け、副業・
兼業を容認すべきか悩んで
いるといった声も聞かれた。

今回の業況DIは▲５９．
３ポイント。依然として高い数値。
コロナウイルスの影響が続く企業は５９．
４％と高水準で、
「 経済活動の停滞が長期化す
ると影響が出る懸念がある」
と合わせると９２．
９％となった。新卒採用への影響については、影響が生じている企業は７７．
５％であった。
経営への影響が続いている企業が６割弱と依然として高水準となった。東京都などの都市部を中心に新規感染者が増加し、第二波・第三波
への警戒感が高まったことが影響したものとみられる。
先行きに関しては、東京都を中心にコロナウイルスの感染者が増加していることから、新たな感染拡大、影響の長期化への警戒感が強まってお
り、新規採用や設備投資を見送る企業もみられるなど慎重な見方が続く。
商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」
を全国ベースで毎月ヒアリング調査し、
その集計結果をリアル
タイムで調査実施会議所へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等に関する意見活動に資することを目的としています。
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新型コロナウィルス感染症等

F-Ｓｔａｔ
ｉｏｎ事業者向け支援のご案内

■定例なんでも相談会（会場：袋井商工会議所） 完全予約制
日時

内容
法律相談（トラブル、整理ほか）

11月12日㈭
13：30 〜 16：00

労務相談（雇用調整助成金等）
税務相談（記帳、源泉所得税、確定
申告、相続税等）
Ｉ
Ｔ相談

専門家等
佐々木法律事務所
むつみ司法書士事務所
中村社会保険労務士事務所
東海税理士会磐田支部派遣税理士
パソコン寺子屋

■融資相談会（会場：袋井商工会議所） 完全予約制
日時

内容

10月9日㈮
13：30 〜 16：00

専門家等
日本政策金融公庫
国民生活事業
静岡県信用保証協会浜松支店

コロナ特別貸付、創業融資、
運転資金、設備資金 ほか

■静岡県よろず支援拠点「なんでも経営相談会」
（会場：袋井商工会議所） 完全予約制
日時
10月15日㈭
9：30 〜 16：00

■事業承継個別相談会

内容

専門家等
静岡県よろず支援拠点

販路開拓、各種補助金ほか

コーディネーター

完全予約制

日時

内容
親族内承継、第三者承継、
事業承継税制ほか

10月8日㈭
9:00 〜 15：30

専門家等
静岡県事業引継ぎ支援センター
ブロックコーディネーター

■その他新型コロナウィルス感染症に伴う支援（会場：袋井商工会議所）
日時
月曜日〜金曜日
9：00 〜 17：00

内容
・事業資金お借入れ
・持続化給付金
・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金ほか

専門家等
F-Ｓｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏｎ経営支援員

■家賃支援給付金サポート会場（会場：ホテル観世） 完全予約制
受付時間
月曜日〜日曜日
9：00 〜 16：30

住所
袋井市三門町 2-10
ホテル観世 2Ｆ ほいの間

電話番号
フリーダイヤル 0120-150-413
受付時間 9：00 〜 18：00

※家賃支援給付金サポート会場（ホテル観世）は9月21日をもって終了予定。

予約、お問合せ ＴＥＬ 0538-42-6151 Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

無担保・無保証人の融資制度「マル経融資」を利用しましょう

1.21％

●貸付対象 小規模事業者
（令和2年9月1日現在）
●金利
●貸付限度額 2,000万円
※新型コロナウイルス対策マル経▲0.9％引下げ
※新型コロナウイルス対策マル経 1,000万円
一定の条件で当所3年間実質無利子
●資金使途 運転資金、設備資金

〇詳細はお問合せください〇
お問合わせ：
ふくろい商工会議所だより［Vol.311］
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エレガンス時正堂さん

袋井市でメガネ・補聴器・宝飾品のことならスペシャリストのいる「エレガンス時
正堂」へお任せください！メガネ・補聴器・宝飾品全てにおいて、資格を有するスペ
シャリストが一人一人に最適な商品を選んでくれるプロ集団が集まるお店です。
そのような時正堂さんですが、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、
スタッフの安全確保とお客様に安心・安全にご来店いただくために2つの空気洗浄
機の導入・販売を始めました。
1つ目は、オゾン・水素・ミストのトリプルパワーで脱臭・除菌・加湿を行う「エア
ジー」です。加湿器に水素とオゾンをプラスした画期的な商品であるエアジーは、最も酸化力の高いとい
われるOHラジカルを発生させることができ、安価な商品とは段違いの脱臭・除菌効果が期待できます。
2つ目は、 世界を活きた空気にする 「j.air」です。一般的な空気清浄機のようなフィルターがなく、独
自のイオン電極が大量のマイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、強力な除菌・除塵・脱臭性能を発揮
します。大学の発表では、オゾンは新型コロナウイルス不活化に成功したという実際の研究結果も報告さ
れております。
（私も両機種を実体験しました！アンモニア水を振りかけたティッシュをエアジーとj.airに
数秒さらすだけで臭いが消えたのは驚きでした。完全に宣伝になっていますが、本当です！）
エアジーとj.airの組み合わせはまさに最強コンビ！精密機械
であるためトラブルが心配…と感じる方も対面販売によるア
フターフォローも充
事業所名 ㈱エレガンス時正堂
実し て い るた め 、ご
代表取締役 伊藤 直幸
安 心 い た だ け ま す 。 所 在 地 〒437-0062 袋井市泉町1-7-6
「 大 切 な 人 を 守る」、 T E L 0538-42-2341
F A X 0538-43-0190
「健康で安心な毎日を
W E B https://www.jiseido.net/
過ご す 」た め にも 、是
E-mail is18011512@rx.tnc.ne.jp
エアジー
非お求めいただければ
営業時間 10：00〜19：00
と思います。
定 休 日 毎週水曜日
j.air

「悪疫退散祈願CheerUp!花火inふくろい」を打ち上げました
8月21日㈮20時00分˜20時05分、
コロナ禍の早期収束を願い袋井市
内で約300発の花火を打ち上げました。花火は古来より、悪疫退散祈願
を目的として打ち上げられたとも言われており、鎮魂を目的とした花火や
復興を願う花火もこれまで多く打ち上げられていました。毎年ふくろい遠
州の花火を開催してきた 花火の町ふくろい としても、袋井市民に元気
と希望を届けるため「悪疫退散祈願CheerUp!花火inふくろい」を袋井
商工会議所青年部が企画、運営。三密を避けるため、開催日と打ち上
げ場所について事前告知はしませんでした。 ※ご協賛いただいた企業の皆様、
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パナソニック㈱静岡工場
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誠にありがとうございました。
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ニチアス㈱袋井工場
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